2020年度伊勢崎市ソフトテニス連盟春季大会要項
伊勢崎市ソフトテニス連盟
会長

中野 晴市
（公印省略）

1.

主催

伊勢崎市ソフトテニス連盟

2.

主管

伊勢崎市ソフトテニス連盟

3.

後援

伊勢崎市 ・ ㈶伊勢崎市スポーツ協会

4.

日時

2020年4月12日(日)

5.

会場

伊勢崎 華蔵寺テニスコート（10面）

6.

種別

・一般の部 団体戦（組み合わせについては本部が行います）

午前8時30分 受付 ・ 午前9時00分 開会式

・小学生の部 個人戦
7.

参加資格

・一般の部 中学生以上

・小学生の部（審判ができること）

※小学生に限り、申込み数が多い場合はチーム数を制限させて頂く場合があります。
8.

競技方法

日本ソフトテニス連盟のハンドブックによる7ゲームマッチのリーグ戦とする。
（小学生は5ゲームマッチとする）
審判は本部にて当日発表します。

9.

申込方法

①必ず連盟所定用紙（申込書NO1)に必要事項を明記し、郵送・持参・FAXまたはメールに
添付にて申し込むこと。（連盟会員は各クラブ毎に一括でお申込み頂くとスムーズです）

②申込期日・・・4月5日(日)必着のこと。
③申込先・・・・〒372-0047 伊勢崎市本町12-10 ラケットショップ タジマヤ 宛
アドレス taikai@tajimayanet.com

10 .

参加料

℡ 0270-25-1820 Fax 0270-25-1804

電話・口頭での申し込みは一切受け付けません。
・伊勢崎市ソフトテニス連盟の加入者 [一般]￥1,000/1名 [小・中・高]￥800/1

名
・その他 [一般]￥1,500/1名 [小・中・高]￥1,200/1名
なお、棄権のチームについても参加料を徴収致します。

11 .

選手変更

開会式前までに競技委員長の承認を得ること。

12 .

表彰等

・一般の部 特になし（取得したゲーム数により順位を決める）
・小学生の部 優勝・準優勝・三位に賞状等を授与します。（三位決定戦は行いません）

13 .

参加上の注意

・用具、ユニホーム等は日本ソフトテニス連盟公認のものを使用すること。
なお、長袖アンダーウエアーの着用も認める。

14 .

雨天時

当日午前7時に決定します。（予備日なし）
お問い合わせ先

15 .

その他

川端（事務局長）090-2625-0994

・公共施設のため、ゴミ、空缶等は各自で持ち帰ること。
・本大会で撮影された映像の著作権は本連盟のものとし、連盟ホーム
ページ等で映像配信を行うこともあります。また、個人的に写真・ビデオ撮影等を
希望する方は本部までお申し出ください。

＊ 参加賞としてお弁当が出ます。応援等でお弁当を希望する人は
参加申込書備考欄に記入してください。（有料です）

2020年度ジュニアオープンソフトテニス大会要項
伊勢崎市ソフトテニス連盟
会長

中野 晴市
（公印省略）

1.

主催

伊勢崎市ソフトテニス連盟

2.

主管

伊勢崎市ソフトテニス連盟

3.

後援

伊勢崎市 ・ ㈶伊勢崎市スポーツ協会

4.

日時

2020年5月2日(土)

5.

会場

女子：伊勢崎 華蔵寺テニスコート（10面）、男子：あかぼり運動施設テニスコート（8面）

6.

参加資格

・高校生

市内の高校へ通う高校1年生に限る

・小学生

各団体5ペア以内

・中学生

（コートの面数の都合により変則的です）

午前8時30分 受付 ・ 午前9時00分 開会式

市内の学校（男子：6ペア以内、女子7ペア以内） 伊勢崎市外の学校（男女3ペア以内）
・伊勢崎市ソフトテニス連盟会長が特に認めた選手
7.

競技方法

日本ソフトテニス連盟のハンドブックによる5ゲームマッチとするが、進行によって変更の
場合があります。初戦からトーナメント方式とする。審判は本部にて当日発表します。

8.

申込方法

①必ず連盟所定用紙（申込書NO1)に必要事項を明記し、郵送・持参・FAXまたはメールに

添付にて申し込むこと。（各クラブ・学校毎にまとめてお申込みください）
②申込期日・・・4月18日(土)必着のこと。
③申込先・・・・〒372-0047 伊勢崎市本町12-10 ラケットショップ タジマヤ 宛
アドレス taikai@tajimayanet.com

℡ 0270-25-1820 Fax 0270-25-1804

電話・口頭での申し込みは一切受け付けません。
9.

参加料

￥1,000 / 1ペア
なお、棄権のチームについても参加料を徴収致します。

10 .

選手変更

開会式前までに競技委員長の承認を得ること。

11 .

表彰等

優勝・準優勝・三位に賞状と賞品を授与します。（三位決定戦は行いません）

12 .

参加上の注意

①用具、ユニホーム等は日本ソフトテニス連盟公認のものを使用すること。
②選手全員が背中に学校名の記載されているゼッケンを着用すること。

13 .

雨天時

当日午前7時に決定します。（予備日なし）
お問い合わせ先

14 .

その他

川端（事務局長）090-2625-0994

・公共施設のため、ゴミ、空缶等は各自で持ち帰ること。
・本大会で撮影された映像の著作権は本連盟のものとし、連盟ホーム
ページ等で映像配信を行うこともあります。また、個人的に写真・ビデオ撮影等を
希望する方は本部までお申し出ください。

第16回華蔵寺フラワーカップソフトテニス大会要項
伊勢崎市ソフトテニス連盟
会長

中野 晴市
（公印省略）

1.

主催

伊勢崎市ソフトテニス連盟

2.

主管

伊勢崎市ソフトテニス連盟

3.

後援

伊勢崎市 ・ ㈶伊勢崎市スポーツ協会

4.

日時

2020年5月4日(月・祝)

5.

会場

伊勢崎 華蔵寺テニスコート（10面）

6.

参加資格

・男子50歳以上、女子40歳以上、ミックスペアも可。

午前8時30分 受付 ・ 午前9時00分 開会式

・年齢は2020年4月1日を基準とする。
・チームは、支部またはクラブ単位を原則とする。
7.

競技方法

・日本ソフトテニス連盟のハンドブックによる7ゲームマッチとする。
・原則として1チーム3ペア6名の団体戦とする。
・1部・2部・3部の種目分けと組み合わせを事務局で行うこともある。
・審判は本部にて当日発表します。

8.

申込方法

①必ず連盟所定用紙（申込書NO2)に必要事項を明記し、郵送・持参・FAXまたはメールに

添付にて申し込むこと。（各クラブ毎にまとめて一括でのお申込み頂くとスムーズです）
②申込期日・・・4月18日(土)必着のこと。
③申込先・・・・〒372-0047 伊勢崎市本町12-10 ラケットショップ タジマヤ 宛
アドレス taikai@tajimayanet.com

℡ 0270-25-1820 Fax 0270-25-1804

電話・口頭での申し込みは一切受け付けません。
9.

参加料

￥9,000 / 1チーム（3ペア）
なお、棄権のチームについても参加料を徴収致します。

10 .

選手変更

開会式前までに競技委員長の承認を得ること。

11 .

表彰等

優勝・準優勝・三位に賞状と賞品を授与します。（三位決定戦を行います）

12 .

参加上の注意

・用具、ユニホーム等は日本ソフトテニス連盟公認のものを使用すること。

13 .

雨天時

当日午前7時に決定します。（予備日なし）
お問い合わせ先

14 .

その他

川端（事務局長）090-2625-0994

・公共施設のため、ゴミ、空缶等は各自で持ち帰ること。
・本大会で撮影された映像の著作権は本連盟のものとし、連盟ホーム
ページ等で映像配信を行うこともあります。また、個人的に写真・ビデオ撮影等を
希望する方は本部までお申し出ください。

＊ 参加賞としてお弁当が出ます。応援等でお弁当を希望する人は
参加申込書備考欄に記入してください。（有料です）

第16回伊勢崎市長杯ソフトテニス大会要項
伊勢崎市ソフトテニス連盟
会長

中野 晴市
（公印省略）

1.

主催

伊勢崎市ソフトテニス連盟

2.

主管

伊勢崎市ソフトテニス連盟

3.

後援

伊勢崎市 ・ ㈶伊勢崎市スポーツ協会

4.

日時

2020年6月21日(日)

午前8時30分 受付 ・ 午前9時00分 開会式

予備日 無し
5.

会場

伊勢崎 華蔵寺テニスコート（10面） ※参加数によって境上武コートに分かれることがあります。

6.

種別

男子： 上級 ・ 中級 ・ 初級 ・ 小学生
女子： 上級 ・ 中級 ・ 初級 ・ 小学生
※参加数によって上位へ繰り上げることがあります。
※小学生が上位へ出場することも可能とします。

7.

参加資格

ペアのどちらかが以下のいずれかを満たす者
・伊勢崎市ソフトテニス連盟会員
・伊勢崎市に在住、在勤、在学者（小学3年生以上：審判ができること）
※原則としてペアでの申込み
※小学生・中学生に限り、申込み数が多い場合はチーム数を制限させて頂く場合があります。

8.

競技方法

・日本ソフトテニス連盟のハンドブックによる7ゲームマッチとする。（小学生は5ゲームマッチ）
・予選リーグを行い、決勝トーナメントとする。但し、参加ペア数により変更もある。
・審判は本部にて当日発表します。

9.

申込方法

①必ず連盟所定用紙（申込書NO1)に必要事項を明記し、郵送・持参・FAXまたはメールに
添付にて申し込むこと。（連盟会員は各クラブ毎に一括でお申込み頂くとスムーズです）
②申込期日・・・6月7日(日)必着のこと。
③申込先・・・・〒372-0047 伊勢崎市本町12-10 ラケットショップ タジマヤ 宛
アドレス taikai@tajimayanet.com

℡ 0270-25-1820 Fax 0270-25-1804

電話・口頭での申し込みは一切受け付けません。
10 .

参加料

・伊勢崎市ソフトテニス連盟の加入者 [一般]￥1,000/1名 [小・中・高]￥800/1名
・その他 [一般]￥1,500/1名 [小・中・高]￥1,200/1名
なお、棄権のチームについても参加料を徴収致します。

11 .

選手変更

開会式前までに競技委員長の承認を得ること。

12 .

表彰等

優勝・準優勝・三位に賞状と賞品を授与します。（三位決定戦を行います）

13 .

参加上の注意

①用具、ユニホーム等は日本ソフトテニス連盟公認のものを使用すること。
なお、長袖アンダーウエアーの着用も認める。

14 .

雨天時

当日午前7時に決定します。（予備日なし）
お問い合わせ先

15 .

その他

川端（事務局長）090-2625-0994

・公共施設のため、ゴミ、空缶等は各自で持ち帰ること。
・本大会で撮影された映像の著作権は本連盟のものとし、連盟ホーム
ページ等で映像配信を行うこともあります。また、個人的に写真・ビデオ撮影等を
希望する方は本部までお申し出ください。

2020年度伊勢崎市ソフトテニス連盟冬季大会要項
伊勢崎市ソフトテニス連盟
会長

中野 晴市
（公印省略）

1.

主催

伊勢崎市ソフトテニス連盟

2.

主管

伊勢崎市ソフトテニス連盟

3.

後援

伊勢崎市 ・ ㈶伊勢崎市スポーツ協会

4.

日時

2020年12月13日(日)

5.

会場

伊勢崎 華蔵寺テニスコート（6面）

6.

種別

団体戦（組み合わせについては本部が行います）

7.

参加資格

一般の部 中学生以上

8.

競技方法

日本ソフトテニス連盟のハンドブックによる7ゲームマッチのリーグ戦とする。

午前8時30分 受付 ・ 午前9時00分 開会式

審判は本部にて当日発表します。
9.

申込方法

①必ず連盟所定用紙（申込書NO1)に必要事項を明記し、郵送・持参・FAXまたはメールに
添付にて申し込むこと。（連盟会員は各クラブ毎に一括でお申込み頂くとスムーズです）

②申込期日・・・12月6日(日)必着のこと。
③申込先・・・・〒372-0047 伊勢崎市本町12-10 ラケットショップ タジマヤ 宛
アドレス taikai@tajimayanet.com

℡ 0270-25-1820 Fax 0270-25-1804

電話・口頭での申し込みは一切受け付けません。
10 .

参加料

・伊勢崎市ソフトテニス連盟の加入者 [一般]￥1,000/1名 [中・高]￥800/1名
・その他 [一般]￥1,500/1名 [中・高]￥1,200/1名
なお、棄権のチームについても参加料を徴収致します。

11 .

選手変更

開会式前までに競技委員長の承認を得ること。

12 .

表彰等

特になし（取得したゲーム数により順位を決める）

13 .

参加上の注意

・用具、ユニホーム等は日本ソフトテニス連盟公認のものを使用すること。
なお、長袖アンダーウエアーの着用も認める。

14 .

雨天時

当日午前7時に決定します。（予備日なし）
お問い合わせ先

15 .

その他

川端（事務局長）090-2625-0994

・公共施設のため、ゴミ、空缶等は各自で持ち帰ること。
・本大会で撮影された映像の著作権は本連盟のものとし、連盟ホーム
ページ等で映像配信を行うこともあります。また、個人的に写真・ビデオ撮影等を
希望する方は本部までお申し出ください。

＊ 参加賞としてお弁当が出ます。応援等でお弁当を希望する人は
参加申込書備考欄に記入してください。（有料です）

